
第２・３学年 算数科学習指導案
（２学年） （３学年）

１．単元名 かけ算[１]（本時５/１７） １．単元名 あまりのあるわり算（本時５/８）

２．単元について ２．単元について

本単元は、まず、乗法がどのような場面に用い 「８ わり算」では、乗法九九を１回適用して

られるかについて扱い、それをもとにして乗法の わりきれる場合の除法を、等分除・包含除に分け

意味を理解させていく内容になっている。次にそ て考え、答えを九九で求める学習をしてきた。本

れらの理解にもとづいて、２・５・３・４の段の 単元では、あまりのある（わりきれない）除法に

順に九九を構成している。また、その過程で乗法 ついて学習し、わり算の意味を拡張していくこと

九九について成り立つ性質にも着目させ、その性 になる。

質を用いて児童自らが九九を構成することができ 本単元の指導では、あまりの意味やあまりの大

るように展開してある。 きさについて、十分理解をはかることが大切にな

学習指導要領解説には、「乗法九九については、 る。除法では、除数分を取れるだけ取る、つまり

出来上がっているものを記憶させるだけでなく、 分けられるだけ分けた中で残ったものがあまりで

児童自らが構成することを通して学習したり、答 あると定義される。よって、あまりはいつもわる

えの数値の並び方の決まりを発見しながら学習し 数よりも小さくなる。それらを理解させるために、

たりするなど工夫することが大切である。」と記 具体的な場面を数多く設定し、あまりについて適

述されている。乗法九九が算数の基礎的な土台の 切に処理できるように進めていく。具体的な場面

一つとなっているため、本単元は定着に向けての としては、学校生活や身の回りのもの等と結びつ

暗記に偏りがちだが、単元の導入部を丁寧に扱い、 けた場面を取り入れていく。また、半具体物等を

乗法の意味をしっかり理解させることによって、 用いた算数的活動を取り入れながら、答えの確か

乗法九九の習熟と共に、構成や規則性の理解につ めができたり、あまりの処理を適切に行えたりで

なげていきたい。そのために単元を通して、具体 きるように、学習素材を日常生活と結びつ、生き

物や半具体物を実際に操作したりする算数的活動 た算数の力につなげていきたい。

を取り入れて、確実な理解につなげたい。また、 本時は第５時で、あまりのある除法の確かめを

同数累加による表現よりも、「～のいくつ分」の 身につける学習である。「８ わり算」では、わ

方が正確に速く伝わることを実感させ、かけ算の り切れる除法の確かめを学習している。よって本

利便性についてもふれていきたい。 時は、あまりがある場合には、あまりをどう処理

本時は、乗法導入部の第４時である。乗法の立 して確かめをすればよいかに焦点を当て、既習事

式が確実にでき、答えを加法（同数累加）で求め 項を基に、児童が自ら確かめの方法を導けるよう

ることが主な目標である。本時の導入部分では立 にしていきたい。さらに、一般化を図るために、

式について扱わず、お話作りを通してかけ算の式 確かめの式に言葉を当てはめて、言葉の式でまと

の意味を理解しているか判断していきたい。また、 めさせていく。

答えについては同数累加で求められることをしっ

かり押さえたいので、半具体物を用いた算数的活

動を取り入れて気づかせていきたい。

３．児童について ３．児童について



４．単元の目標及び評価規準

（２年生）

【目標】

（１）乗法の意味を知り、日常生活において活用しようとする意欲を持つ。

（２）ある数量の大きさを、基準とする大きさのいくつ分としてとらえることができ、乗法の意味や倍

概念を理解する。

（３）乗法の式表示や用語について理解する。

（４）２の段、５の段、３の段、４の段の乗法の九九の構成のしかたや唱え方を知り、乗法九九を用い

て問題を解決することができる。

単元の評価規準 評価場面（方法） 具体的評価目標

【関心・意欲・態度】 ・身の回りのことを想起したり、 関① 絵や図を見て乗法で表せる

①日常の事象から乗法で表せる場 絵や図などを見ながら「１つ分 場面を進んで見つけようとす

面を進んで見つけようとする。 の大きさ」「いくつ分」をとら る。

②乗法九九のよさに気づき、もの える場面。 考① 絵や図の中から「１つ分の

を数えるときに進んで乗法を用 （発言・つぶやき・ ノート） 大きさ」「いくつ分」をとら

いようとする。 え、全体の個数の求め方につ

③乗法について成り立つ性質を用 いて考えることができる。

いて、九九を構成しようとする。・絵や図から式、式から絵や図な 表① 具体的な事象から乗法の場

どに表す表現活動を通して、乗 面を「×」の記号を用いて式

【数学的な考え方】 法の意味を理解する場面。 で表したり、式を読んだりす

①「１つ分の大きさ」「いくつ分」 （発言・ノート） ることができる。

「全体の大きさ」を関連づけて ・カードを使ったりゲームをした 表② 九九を確実に唱えることが

考えることができる。 りして、九九を記憶する場面。 でき、それを適切に用いるこ

②累加や乗数と積の関係など、乗 （行動観察・ノート） とができる。

法について成り立つ性質を用い

て乗法九九を構成することがで ・累加や乗数が１増えると積もそ 関② 累加や乗数と積の関係な

きる。 れに伴って増えることなど、５， ど、乗法について成り立つ性

２，３の段の九九の構成で学習 質を用いて、４の段の九九を

【表現・処理】 したことを使って、４の段の九 構成しようとする。

①乗法九九が用いられる場合を具 九を構成する場面。

体物で表したり、言葉や式など （発言・つぶやき・ノート） 考② 累加や乗数と積の関係な

で表したりすることができる。 ど、乗法について成り立つ性

②乗法九九（５・２・３・４の段） 質を用いて、４の段の九九を

を確実に唱えることができ、そ 構成することができる。

れを適切に用いることができ

る。

【知識・理解】

①乗法が用いられる実際の場面を

通して、乗法の意味について理

解する。

②乗法九九の構成の仕方を理解す

る。

③乗法九九について成り立つ性質

を理解する。

（３年生）

【目標】

（１）あまりのあるわり算の計算のしかたを知り、日常生活の中で積極的に使っていこうとする意欲を

もつ。

（２）乗法九九を１回適用する除法（包含除、等分除）で、あまりのある場合の意味とその計算方法に

ついて理解する。

（３）除法のあまりの意味や、あまりと除数の大小関係について理解する。

（４）あまりのある除法の確かめ方を、具体的な場面に基づいて理解する。

（５）あまりのある除法を適用する場面で、あまりの処理のしかたを理解し、問題を解決することがで

きる。

単元の評価規準 評価場面（方法） 具体的評価目標

【関心・意欲・態度】 ・具体的な操作を通して、余りの 知① 「余り」の意味、余りと除

①余りのある除法計算を用いる場 ある除法場面もあることを理解 数の大小関係、および余りの



合でも、余りのない除法計算と する場面。 ある除法計算の仕方を理解す

同様に問題解決に活用しようと （行動観察・発言・つぶやき・ る

する。 ノート）

・問題場面から立式し、答えの求 考① 余りのない除法をもとに、

【数学的な考え方】 め方を考える場面。 余りのある場面の除法でもか

①余りのない除法をもとに、余り （発言・つぶやき・ノート） け算九九を用いて答えの求め

のある場合の除法でも、乗法九 方を考えることができる。

九を用いて答えの求め方を考え ・余りのある場合の計算方法につ 表① 余りのある除法計算がで

ることができる。 いて、確かめの仕方を理解する き、答えの確かめをすること

②問題場面によって余りの処理の 場面。 ができる。

仕方を工夫することができる。 （発言・つぶやき・ノート）

・余りのある除法計算の問題場面 関① 余りのある除法計算を用い

【表現・処理】 を解決する場面。 る場面でも、余りのない除法

①余りのある除法計算ができ、答 （発言・つぶやき・ノート） 計算と同様に問題解決に活用

えの確かめをすることができ しようとする。

る。

②余りのあるわり算を数学的な問 考② 問題場面によって余りの処

題の解決や日常生活に適切に用 理の仕方を工夫することがで

いることができる。 きる。

【知識・理解】 表② 余りのあるわり算を数学的

①「余り」の意味、余りと除数の な問題の解決や日常生活に適

大小関係、及び余りのある除法 切に用いることができる。

計算の仕方を理解する。

５．指導と評価の計画（２年生） １８時間

次 ねらい・学習内容 時 小単元毎の具体の評価規準など

１ 単元の構成を知り、乗法に関する学習に 《関心・意欲・態度》

対して見通しと意欲を持つことができる。 １ 学習計画を立てて、見通しと意欲を持つことができ

次 ・学習の計画を立てる。 る。 （発表や作業の様子観察）

具体的な場面を調べたり、具体物を用い 《関心・意欲・態度》

たりして、「１つ分の大きさのいくつ分」 ・乗法に関心をもち，ものの個数をとらえるときに

という意味を理解する。 ２ 進んで乗法を用いようとする。

・全体の数量を基準とする大きさのいく 《数学的考え方》

つ分としてとらえる。 ・乗法の答えを既習の加法を用いて求める。

２ 《表現・処理》

乗法の意味をとらえ、乗法の式に表す方 ・乗法の場面を式に表すことができる。

法を知る。 １ ・被乗数を乗数の数だけ累加して乗法の答えを求め

・乗法の意味や式表示のしかたを理解す ることができる。

る。 《知識・理解》

・乗法の式は，同数のものがいくつかあるときに用

次 いることがわかる。

乗法の立式が確実にできるようになると ・乗法の答えは，被乗数を乗数の数だけ累加する方

ともに、乗法の計算は加法（同数累加）に １ 法で求められることがわかる。

よって求められることを理解する。 ( ・２ばいや３ばいの用語の意味がわかる。

・乗法で表されたときの全体の大きさ 本

は、累加によって求めることができる 時 本時の評価規準

ことを理解する。 ) 《数学的な考え方》

・乗法の答えは既習の加法（同数累加）を用いれ

ばよいことに気づくことができる。

もとにする量のいくつ分を「ばい」で表 （ノート・発表から）

現することを知り、その大きさを乗法の式 《表現・処理》

に表すことができる。 ・乗法について、図や式に表すことができる。

・「いくつ分」のことを「ばい」で表現 １ （発表から）

することを知り、全体の数量を乗法の 《知識・理解》

式に表して求めることができる。 ・答えは被乗数を乗数の数だけ累加する方法で求

められることがわかる

（まとめから）



具体的な場面を見て、同じ数ずつあるも

のを探して、かけ算の式に表す。 １

・かけ算の式を作る。

１つ分の大きさが２のとき、そのいくつ

分かについて全体の数を求め、２の段の九

九を構成することができる。また、「九九」 １ 《関心・意欲・態度》

の用語を知り、意味が理解できる。 ・乗法九九を構成したり，乗法九九を活用したり

・２の段の乗法九九を構成する。 することに関心をもつ。

２の段の乗法九九の唱え方を知り、正し 《数学的な考え方》

く唱え、適用できる。 ・乗法九九の構成のしかたを工夫する。

３ ・２の段の九九も唱え方を知り、正しく １ ・乗法九九を用いて問題を解決する。

唱える。

・２の段の乗法九九を用いて問題を解決

する。 《表現・処理》

・２の段，５の段，３の段，４の段の九九を構成

することができる。

・２の段，５の段，３の段，４の段の九九を唱え

ることができる。

５のいくつ分かの大きさを求めて、５の

次 段の九九を構成することができる。 １ 《知識・理解》

・５の段の乗法九九を構成する。 ・２の段や５の段の九九の構成のしかたがわか

る。

・九九という用語がわかる。

・かけられる数やかける数の用語の意味が分か

５の段の乗法九九の唱え方を知り、正し る。

く唱え、適用できる。 ・かける数が１ふえると，積はかけられる数だけ

・５の段の九九も唱え方を知り、正しく １ ふえることがわかる。（乗法の性質）

唱える。 ・３の段，４の段の九九の構成のしかたがわかる。

・５の段の乗法九九を用いて問題を解決

する。

乗法九九のゲームをもとにして、乗法九

九を正しく活用できるようにする。 １

・かけ算ビンゴをしよう。

３のいくつ分かの大きさを求めて、３の

段の九九を構成することができる。

「かけられる数」「かける数」の用語を

知り、意味を理解できる。

・３の段の乗法九九を構成する。 １

・「かけられる数」「かける数」の用語

と意味を理解する。

・３の段の乗法九九はかける数が１ふえ

ると答えは３ふえることを理解する。

３の段の九九のと和え方を知り、正しく

唱えたり、適用したりすることができる。

・３の段の乗法九九の唱え方を知り、正 １

しく唱える。

・３の段の乗法九九を用いて問題を解決

する。

４のいくつ分かの大きさを求めて、４の

段の九九を構成することができる。

・かける数が１ふえると答えは４ふえる １

ことを知り、４の段の乗法九九を構成

する。

４の段の九九のと和え方を知り、正しく

唱えたり、適用したりすることができる。

・４の段の乗法九九の唱え方を知り、正 １



しく唱える。

・４の段の乗法九九を用いて問題を解決

する。

２～５の段の乗法九九を活用して練習問 《関心・意欲・態度》

４ 題を解くことができる。 １ ・これまでの学習内容を生かし、進んで取り組んで

・練習問題に挑戦する。 いる。

《数学的な考え方》

次 ・問題にあわせて、２～５の段の乗法九九を活用で

きる。

乗法九九の２の段～５の段の構成を見直 《表現・処理》

すことによって、乗法九九をいっそう活用 １ ・２～５の段の九九を唱えながら、正確に活用でき

できるようにする。 る。

・かけ算をつかおう。 《知識・理解》

・２～５の段の九九の意味や性質を理解している。

（３年生） ８時間

次 ねらい・学習内容 時 小単元毎の具体の評価規準など

１ 単元の構成を知り、あまりのある除法の 《関心・意欲・態度》

学習に見通しと意欲を持つことができる。 １ ・学習計画を立てて、見通しと意欲を持つことがで

次 ・学習の計画を立てる。 きる。 （発表や作業の様子観察）

乗法九九を１回適用する除法（包含除） 《意欲・関心・態度》

で、あまりの意味と計算方法がわかる。ま ・除法で解決する場面を見出したり，進んで除法

た、除法のあまりと除数の大小関係がわか を使おうとする。

２ る。

・乗法九九を１回適用する除法（包含 《数学的考え方》

除） で、あまりのある場合の答えの求 ２ ・除法が用いられる場面で，根拠を明確にして立

め方 を半具体物を用いて理解し、除法 式したり，立式した式の意味を説明したりする。

の式 に表す。 ・わり切れない除法計算のしかたを既習のわり切

・「わりきれない」、「わりきれる」など れる場合と結びつけて考える。

の用語とその意味や、あまりは常にわ

る数より小さくなることを理解する。 《表現・処理》

次 ・除法が用いられる場面で除法の式表示ができる。

・あまりのある除法の計算ができる。

・あまりのある除法計算の確かめができる。

《知識・理解》

等分除の場面においてもあまりの意味が ・あまりのある除法の意味と計算のしかたがわか

わかり、立式して、その答えを求めること １ る。

ができる。 ・「わりきれる」，「わりきれない」の用語の意味

・乗法九九を１回適用する除法（等分除） が分かる。

で、式に表し、あまりのある場合の答 ・あまりの意味やあまりと除数の大小関係がわか

えの求め方を理解する。 る。

・あまりについて調べ、あまりは常にわ ・あまりのある除法の確かめ方がわかる。

る数よりも小さくなることを確実に理

解する。

本時の評価規準

あまりのある除法の確かめのしかたがわ １ 《数学的な考え方》

かり、確かめをしながら正確に計算できる。 ( ・あまりのある除法の確かめの仕方を考えること

・あまりのある除法の確かめを半具体物 本 ができる。

を用いて理解する。 時 （ノート・説明から）

) 《表現・処理》

・あまりのある除法の確かめができる。

（ノート・適用問題から）

《知識・理解》

・あまりのある除法の確かめの仕方と言葉の式の

意味がわかる。

（まとめから）

あまりのある除法を適用し、問題場面に 《意欲・関心・態度》



３ 即してあまりの処理のしかたを考え、問題 ・除法で解決する場面を見出したり，進んで除法

を解決することができる。 １ を使おうとする。

次 ・あまりのある除法を適用する場面で、 《数学的考え方》

あまりの扱いに注意しながら、問題を ・あまりの処理の必要な問題解決の場で，根拠を

解決する。 明確にしてあまりの処理をする。

《表現・処理》

・あまりのある除法を適用する場で，あまりを適

切に処理することができる。

《知識・理解》

・あまりのある除法を適用する場で，あまりの処

理のしかたがわかる。

４ 学習したことを生かして、問題を解決す 《関心・意欲・態度》

次 ることができる。 ２ ・これまでの学習内容を生かし、進んで取り組んで

・練習問題とまとめの問題に取り組む。 いる。

《数学的な考え方》

・問題にあわせて、あまりのある除法を活用できる。

《表現・処理》

・あまりのある除法を正確に活用できる。

《知識・理解》

・あまりのある除法の意味と計算の仕方理解してい

る。


